Honda Sustainability Repor t 2021

77

102-15,103-1,103-2,103-3

7 パフォーマンス報告

環境 ････････････････････････ 51
安全 ････････････････････････ 77
基本的な考え方
安全に関する取り組み

品質 ････････････････････････ 93
人材 ･･･････････････････････ 109
サプライチェーン ････････････ 133
社会貢献活動 ･･･････････････ 146

基 本 的 な 考え方

事故に遭わない社会へ
創業者・本田宗一郎の「交通機関というものは人命を尊ぶものである」と
いう言葉にあるように、Honda は共存安全思想のもと、クルマやバイクに乗っ

グローバル安全スローガン

ている人だけでなく、道を使う誰もが安全でいられる「事故に遭わない社会」
の実現をめざしています。
Honda の安全の歴史は古く、1960 年代に二輪車・四輪車メーカーで初の
試みとなる安全運転を普及する取り組みを開始しました。以降、安全啓発
活動では、その対象を運転者のみならず、子どもから高齢者まで交通社会

クルマやバイクに乗っている人だけでなく、
道を使うだれもが安全でいられる
「事故に遭わない社会」をつくりたい

に関わるすべての人へと広げ、数多くの国や地域で積極的に展開しています。
安全技術開発では、
「規制を基準とせず」
「無いものは自分でつくる」という
考え方から、世界に先駆けていくつもの新技術を世に送り出してきました。
インターネットなどの技術進化により、いまでは移動せずとも、世界の情
報を得ること、大勢の人たちと出会うこと、そしてものを手に入れることが
可能となりました。しかし、Honda は今後もリアルな価値を大切にして、全
世界において自由な移動や可能性を広げていきたいと考えています。それは、
好奇心とともに新たな世界を五感で感じることは、人々のかけがえのない喜
びの一つであると考えるためです。
Honda がめざす「事故に遭わない社会」は、すべての人が心から安心して、

Honda は個を尊重する企業であるため「社会」を「人
をひとくくり」と捉えず、
「一人ひとり（個）の集合体」
と捉えています。
「Safety for Everyone」には、一人
ひとりに寄り添った安全を追求していく Honda の姿勢
や、社会を構成する一人ひとりの安 全が向上され れ
ば結果として、社会全体がより安全になり「事故に遭
わない社会」へと前進していくことができる、という
Honda の考え方が込められています。

好奇心に導かれながら自由に移動できる社会です。Honda は 2021 年 4 月、
「2050 年に全世界で Honda の二輪車、四輪車が関与する交通事故死者ゼ
ロをめざします」と表明しました。社会的責務としてはもちろんのこと、喜
びある未来を紡いでくために、
「事故に遭わない社会」へ向かって、今後も
各地域が抱える事故の実態を捉えた交通安全の取り組みを、積極的に進化
させていきます。

safety
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基 本 的 な 考え方

活動の方向性
Honda は、
「人の能力（啓発活動）」
「モビリティの性能（技術開発）」
「交
通エコシステム（協働、システム／サービス開発）」の 3 つの要素をもって、
交通安全に取り組んでいます。

交通事故の多くは非常に複雑な要因によりひき起こされるため、これら 3
つの要素の技術や活動を個別に進化させるとともに、それぞれの間での強
い連携と調和を図ります。
安全 3 つの要素

人の能力
交通社会に関わるすべての人を対象として、運転技術、認知、判断、周囲
に対する思いやりといった、心理・精神面まで含む、人の能力の向上をサポー
トする取り組みが必要であると考えており、意識や経験値、身体能力など個々
人に沿った啓発活動へと進化させていきます。

モビリティの性能
人体を保護するもの、衝突を極力回避するもの、人の意思を捉え車や他
者に伝えるもの等、人の能力を正しく補完あるいは拡張するための複合的な
性能が必要であると考えており、人の体や意識をさらに深く理解し、より人
に寄り添った技術開発へと進化させていきます。

交通エコシステム
渋滞や悪天候などにより交通環境が刻々と変化するなかで、事故を未然
に防ぐ、あるいは事故の被害を軽減するためには、交通環境を構成する多
※ 1 道 路や情報通信、クルマやバイク、歩行
者など。
※ 2 道路や交通社会に関するシステムやサー
ビスの 技 術 開 発、道 路自体の 整 備、交
通ルールの制定などのアプローチにより
実現すること。

safety

様な存在 ※ 1 の相互関係までを踏まえた全体像（交通エコシステム）を動的
に捉え、それぞれが有機的に結びつくこと※ 2 が必要であると考えており、
国や地域への協力、各企業との連携など、オープンな姿勢で積極的に取り
組み、交通社会の健全な機能に貢献していきます。
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基 本 的 な 考え方
事故調査を通じた交通事故ゼロへの取り組み

タイにおける交通事故情報の収集・分析
Honda が 3 つの要素で交通安全に取り組むにあたっては、交通事
故の実態を深く理解することが重要であるため、綿密な現状分析を
行っています。
例えば、アジアのなかでもとくに交通死亡事故に占める二輪車
の比率が高く、安全対策が喫緊の課題となっているタイでは、ヤ
マハ発動機株式会社との共同プロジェクトとして、二輪車が関わ
る事故原因調査を実施しました（調査・分析は Thailand Accident
Research Center に委託）。
この調査結果から、これまでも Honda が行ってきた、飲酒・スピー
ド・ヘルメットの不装着防止などへの啓発活動や安全運転教育活動
を積極的に続けることで、二輪車が関わる事故削減に活かしていき
ます。
また個社での活動に加えて、今後は実技トレーニングを含めた安
全運転教育の機会拡充を社会全体で進めるために、二輪車・四輪車
の免許取得制度の改定と教習施設の拡充を、タイ自動車工業会 ※ メ
ンバー各社と連携して、タイ政府や関連団体に対し働きかけていき
ます。

※ タイ自動車工業会：
Thai Automotive Industry Association

safety
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安 全に関 する取り組 み

人の能力

日本においては、交通教育センターをはじめ、二輪車・四輪車の販売会
社や、地域の企業や学校の皆様と協力しながら、これまで延べ 661 万人以

Honda のアプローチ

上のお客様に交通安全・運転教育を実施してきました。

Honda は、1970 年に安全運転普及本部を設立しました。1972 年には、

海外においても、活動の要となる交通教育センターを各国に配置し、販

品質 ････････････････････････ 93

本部内に海外活動を推進するための部門が発足、海外でも各国に交通教育

売店との連携を図り、現地法人が主体となって広く活動を推進しています。

人材 ･･･････････････････････ 109

センター を設置したほか、地域の販売店と協力するなど、活動を強化して

とくに新興国では、急速なモータリゼーションが進む一方で、法規制や交

サプライチェーン ････････････ 133

います。2020 年現在、Honda は日本を含む世界 42 の国と地域で、安全運

通ルール、道路インフラなどが未整備の地域があり、交通死亡事故発生件

社会貢献活動 ･･･････････････ 146

転普及活動を実施しています。

数の増加が社会課題となっています。そのため Honda では、政府や関係諸

※

活動は、販売店の店頭で直接お客様へ安全をお伝えする「人から人への

団体とも連携をとりながら、各国の交通状況に即して活動を実施しています。

手渡しの安全」と、専門のインストラクターの指導による「参加体験型の実
践教育」を基本としています。
交通安全・運転教育の実施国・地域

カナダ

英国

ウクライナ

スペイン

トルコ

ポルトガル

バングラデシュ

米国

日本

ネパール
台湾
ミャンマー
タイ
ベトナム
スリランカ
フィリピン
ケニア
マレーシア
シンガポール
カンボジア

南アフリカ

safety

韓国

パキスタン
インド

ナイジェリア

※ 交通教育センター：交通安全に関する社内
外 の 指 導 者 養 成や、企 業・学 校・個 人の
お客様に安全運転教育を行う Honda の施
設。

中国

メキシコ

グアテマラ
コスタリカ
コロンビア
エクアドル
ペルー

インドネシア

ガイアナ
ブラジル

ボリビア

オーストラリア

チリ
ニュージーランド

アルゼンチン

パラグアイ
ウルグアイ
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安 全に関 する取り組 み

交通教育センターとの連携

2020 年度の活動実績

アジア諸国での KYT 教育の普及に向けて
モータリゼーションの進展が著しいアジア諸国においては、二輪車によ
る重大な死亡事故に直面しています。各国からの人材育成や教材につい
ての問い合わせが増えていることを踏まえ、アジア・大洋州本部と協力し、
危険予測トレーニング (KYT) 導入のため、オンライン説明会を実施しまし
た。説明会には、各国の事業所から 112 名の安全担当マネージャーやイ
ンストラクターが参加し、演習を交えながら、KYT 教育への理解を深め
ました。

日本においては、企業・団体や個人のニーズに応じた参加体験型の実践
教育を展開しています。
全国 7 ヵ所にある Honda の交通教育センターで、安全教育の指導者養成
や、企業・団体、学校、個人のお客様を中心に参加体験型の実践教育により、
スキルアップとともに安全運転への気づきと理解を促すための教育を行っ
ています。2020 年は約 4 万人（12 月末現在）の方にご利用いただきました。

TOPICS
インドネシアに新しい交通教育センターをオープン
Honda のインドネシアにおける二輪車生産・販売現地法人であるピー・ティ・

ア ストラ ホ ンダ モ ー ター が、Astra Honda Motor Safety Riding and training
center を 2020 年 8 月にオープンしました。

この新しい施設は、安全運転のための正しい知識と技能、四輪との混合交

通のなかで互いの特性を理解することなどに加え、安全に二輪車に乗る楽しみ

（FUN）も提供することをめざした新しいコンセプトを取り入れています。

KYT 教育普及に向けたオンライン説明会

オンラインでのインストラクター育成サポート
新型コロナウイルスの影響により、海外との往来が大幅に制限される
なか、インストラクター育成の機会
インドネシアに新しくオープンした交通教育センター

が例年と比べ大きく減少しました。
こうした状況に対応するため、指導
内容を映像化し、ホンダターキー・
エー・エス ( トルコ ) や台灣本田股
份有限公司の新規インストラクター

研修をオンラインで実施しました。

safety

新規インストラクターへのオンライン研修
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安 全に関 する取り組 み

地域社会との連携

また Honda は、警察庁が主催する「第 50 回全国白バイ安全運転競技大

日本においては、各地域で交通安全活動を行う交通安全指導者や関連企
業の従業員に対し、教育プログラムや指導方法を提供しています。
2020 年は、新型コロナウイルスによる新しい生活様式に対応した普及

品質 ････････････････････････ 93

活動にも取り組んでおり、オンラインを活用した教育活動を視野に入れ

人材 ･･･････････････････････ 109

た教育プログラムのデジタル化を推進。さらに、教育プログラムを効果

サプライチェーン ････････････ 133

的に活用いただくため、これまで対面でお伝えしていた活用方法につい
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ては、映像で指導内容をご理解いただけるよう DVD を制作し、各地域へ

会」への協力や、日本自動車工業会をはじめとする業界活動を通じての
将来を見据えた国への安全施策に関する提言、高校生から一般、高齢者
を対象とした安全運転講習会、啓発イベントや指導員育成など多岐にわ
たり協力しています。

展開しています。
また、関連企業の交通安全指導者「Honda パートナーシップインスト

第 50 回全国白バイ安全運転競技大会

ラクター」主導で、交通安全教室の開催など、事業所内および周辺地域
における交通安全の普及にも取り組んでいます。

TOPICS
幼児向けプログラムの充実化
日本においては、幼児を対象としたプログラムの充実を図るため、5 〜 6 歳

児対象の交通安全教育プログラム「できるニャンと交通安全を学ぶ」に、
「駐車

場編」を追加しました。このプログラムは交通安全指導者の方々との意見交換
によってつくられており、今回の「駐車場編」では身近なところで起きている交
従来のプログラムで使用するワークシートを映像化

スタッフがプログラムを実演する映像を新たに制作

関係諸団体との連携

通事故の例として、商業施設や自宅の駐車場に潜む危険と、事故に遭わないた
めの安全行動を自ら考え理解してもらう内容となっています。従来のプログラム

同様にアニメーション動画を使い、幼児と交通安全指導者との対話形式になっ
ています。

日本においては、交通事故ゼロに向け、行政、関係諸団体などとも積極

WEB

的に連携を図っています。

プログラムの特徴紹介

「SAFETY MAP」は、Honda 純正通信ナビ「Honda インターナビ」から

https://www.honda.co.jp/safetyinfo/
sj/21_02/index.html

収集した急ブレーキ多発地点情報と、警察が保有する事故多発地点情報
に加え、地域で生活する方々が危険と感じる場所の投稿情報でつくられ
ています。一般のお客様が自由にアクセスし、情報を取得できるほか、

交通安全教室の様子

企業や警察をはじめとした道路管理者などにも活用していただき、道路

safety

環境改善にもつながっています。
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安 全に関 する取り組 み

教育機器開発
日本においては、長年培ってきた安全運転や危険予測トレーニングのノ
ウハウを活かし、シミュレーターなどの教育機器やソフトを、さまざまな
安全運転教育の現場で活用いただいています。
社会のニーズに合わせて進化した「ドライビングシミュレーター」や、
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公道での実施が困難な二輪車の危険予測トレーニングを行う「ライディ
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ングシミュレーター」、自転車の安全な運転を学べる「自転車シミュレー
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ター」、多人数で危険予測体験ができる「動画 KYT」など、安全運転教育
に役立つ機器の開発をしています。

TOPICS
安全運転普及本部

発足 50 年

2020 年 10 月、安全運転普及本部は 50 年を迎えました。安全運転教育とい

う考えがまだ一般的ではなかった時代、モータリゼーションの高まりによる急激

な交通量の拡大にともない、交通事故が大きな社会問題として取り上げられ、
交通戦争という言葉も生まれた 1970 年に設立されました。モビリティ企業の社
会的責任として、安全なクルマを提供することは当然のことながら、安全運転
の普及の必要性を強く認識し、すべての発想を交通参加者の目線で捉え、私ど
もの安全思想をハードとソフトの両面で展開しています。

昨年から未曾有のコロナ禍で、交通安全教育も新たな手法の模索が続いてい

ます。社会が 非接触

の新しい生活様式に変化し、人の移動も自動車や自転

車等、パーソナルな移動が増加するなかで、これまで取り組んできた「人から人
への手渡しの安全」、
「参加体験型の実践教育」の活動を基本に、時代に先駆
けた交通安全教育のさらなる進化に取り組んでいきます。

ドライビングシミュレーター DB 型 Model-S
（2021 年 4 月発売開始）

福祉領域における活動
日本において Honda は、運転復帰を望むお身体の不自由な方々への訓
練の機会や場を提供するとともに、病院や教習所などで運転能力の確認を
※ 1 自操安全運転プログラム：高次脳機能障
害を持ち、運転復帰を希望する方の能力
評価の参考とするために、Honda の交通
教育センターで実施しているプログラム。
実車運転時における現状の把握と、そこ
から見えた課題に対する訓練を行う。
※ 2 移送安全運転プログラム：福祉施設の送
迎 運 転 者を対 象に、Honda の交 通 教 育
センターで実 施しているプログラム。送
迎中の事故を予防する運転アドバイスと
ともに、送迎対象者への配慮の大切さを
理解してもらうための教育を行う。

安全運転普及本部 50 年の歩み
（2020 年 11 月 1 日 発行）

する方へのそのノウハウの提供や、教習指導員・作業療法士の方々との情
報・意見交換を行い、地域連携を実現するための環境整備のサポートをし
ています。
運転復帰を望む方の自動車運転能力評価の手法として、シミュレーター
や実車での訓練などを行う「自操安全運転プログラム ※ 1」を提供してい
ます。
また、NPO 法人や福祉関連企業と連携し、
「移送安全運転プログラム※ 2」
を活用して、福祉施設の送迎運転者に、送迎対象者に配慮した運転操作を

safety

身に付けてもらうための取り組みを進めています。
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モビリティの性能
Honda のアプローチ
Honda は、二輪車・四輪車などさまざまなモビリティが混在するリアル
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ワールド（現実の交通環境下）における事故の実態を把握し、メカニズム
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を細密に解析して理解することが、被害低減に有効であると考え、技術開
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発を進めてきました。
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クルマとの衝突事故における、歩行者の頭部傷害軽減と車体側の加害部

第三世代歩行者ダミー「POLAR III」

全方位衝突実験施設

位の特定を目的に、衝突時の人体の挙動を再現する実物大のモデル人形「歩
行者ダミー※ 1（世界初）」の開発を行ったほか、より現実に即した事故形
態を研究するため、屋内型全方位衝突実験施設（世界初）の建設などを重
ねてきました。歩行者ダミーについては、交通社会全体の安全性向上のた
め、その使用を Honda における製品開発に限定せずに他社や世界の研究機
関に貸し出すなど、歩行者保護の研究に広く貢献しています。
運転席用 SRS エアバッグシステム、コンパティビリティ対応ボディー※ 2、
衝突軽減ブレーキ（CMBS、世界初）、先進の安全運転支援システム「Honda
SENSING」／「Acura Watch」などの新技術を世界に先駆けて世に送り出

※1 歩行者ダミー：クルマとの衝突事故にお
ける歩 行 者 の 頭 部 傷 害 軽 減と、車体側
の加 害 部 位の 特 定を目的に、衝 突 時 の
人体の挙動を再現する実物大のモデル人
形。現在使用中の第三世代歩行者ダミー
では、頭部だけでなく、頸部や腰部、大
腿部などの人体忠実度を向上させること
で、より正確な衝突時の人体の挙動を再
現し、実際の事故状況に即した解析が可
能となっています。
※2 コンパティビリティ対応ボディー：クルマ
同士が相互に衝突するときの衝突エネル
ギーを、エンジンルームで効率良く分散・
吸収することにより、自己保護性能を大
幅に向上するとともに、相手車両への攻
撃性を低減する、衝突安全ボディー。

safety

しました。2021 年 4 月には、二輪車検知にも対応した衝突軽減ブレーキ
（CMBS）を日本で発売した「ヴェゼル」に、Honda 四輪車で初めて搭載し
ました。
今後に向けては、現在の Honda SENSING や Acura Watch の先にある全方
位に進化した安全運転支援システムを、2030 年までに先進国で四輪車全
機種に搭載するほか、二輪車と四輪車の両方を担う Honda ならではの共存
安全技術の研究を積極的に進め、「四輪車が二輪車を守る技術の実現」を
めざした取り組みを進めていきます。
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安 全に関 する取り組 み
2020 年度の活動実績
先進の安全運転支援システム Honda SENSING ／ Acura Watch は、搭載
機種の拡大を続けています。すでに日本では「N-BOX」
「フィット」など軽・
コンパクトのカテゴリーにおいて搭載しています。
なお、2020 年度には日本国内の新車販売台数（普通乗用車と軽自動車
の合計）の 95% 以上に装着率を高めました。米国でも同様に、Honda と
Acura の合計で 95% 程度の装着率を実現しました。
また近年、日本で社会問題となっている誤発進による事故の対策として、
予防安全機能が搭載されていない Honda の四輪車に対して後付けすること
のできる「踏み間違い加速抑制システム」の市販を、国内で開始しました。
2020 年 7 月より、N-BOX（2011 年から 2017 年に販 売したもの、CTBA 搭
載車を除く）と、フィット
（2007 年から 2013 年に販売したもの、MT 車を除く）
に、対応しました。
二輪車では、世界で最も市場規模が大きいインドなど多くの国や地域に
おいて、前後輪の独立したブレーキを同時に効率よく作動させる CBS（前後
連動ブレーキシステム）などの先進ブレーキを、より多くのモデルに搭載し
ていきます。また、長寿命・耐衝撃性の高さからバルブ切れによる未点灯走
行の防止が可能な、LED ヘッドライトの搭載の拡大を進めています。二輪
車の運転者自身の視認性向上に加えて、昼間の時間帯もヘッドライトの点灯
を促すことで、周囲の四輪車や歩行者からの被視認性の双方を高め、二輪
車と他の交通参加者が互いに認識しやすくなることで、事故防止に寄与する
と考えています。

safety
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自動運転レベル 3 に適合したトラフィックジャムパイロット（渋滞運転機能）搭載の新型「レジェンド」を発売
Honda は 2021 年 3 月、Honda SENSING Elite を搭載した新型レジェンドを、日
本国内で発売しました。Honda SENSING Elite に搭載されたトラフィックジャムパ
イロット（渋滞運転機能）は、国土交通省より「自動運行装置」として型式指定

ジャムパイロットは、国土交通省が定める自動運転車の定義 ※ 5 のレベル 3 に適
合する自動運行装置です。
車両制御においては、3 次元の高精度地図や、全球測位衛星システム（GNSS）※ 6

を取得した、自動運転レベル 3：条件付自動運転車（限定領域）に適合するものです。

の情報を用いて、自車の位置や道路状況を把握し、多数の外界認識用センサーで

自動運行装置は、2020 年 4 月に施行された改正道路運送車両法において正式に

周囲 360°を検知しながら、車内のモニタリングカメラでドライバーの状態を見守

規定されたもので、特定の走行環境条件内において、センサー類やコンピューター

ります。こうしたさまざまな情報をもとにメイン ECU ※ 7 が認知・予測・判断を

を用いて、自動車の操縦に必要な「認知・予測・判断・操作」を行う機能を有し、

適切に行い、アクセル、ブレーキ、ステアリングを高度に制御して、上質でスムー

かつ、作動状態記録装置を備えるものです。搭載車には、周囲に自動運行装置搭

ズな運転操作を支援します。

載車であることを示すステッカーを車体後部に貼付することが要請されます。

システム開発においては安全性・信頼性を最も重視し、リアルワールドでのシ

自動運転のレベルは、日本政府により 5 つに分類・定義されています※ 1。レベ

チュエーションを想定しながら約 1,000 万通りのシミュレーションを重ね、同時

ル 1 〜 2 では、運転操作※ 2 の主体はあくまでもドライバーにあり、システムは運

にテスト車両を用いて高速道路約 130 万 km を走行する実証実験を繰り返してき

転支援に留まりますが、レベル 3 では高速道路渋滞時など特定の走行環境条件※ 3

ました。また、万が一いずれかのデバイスに何らかの不具合が生じた場合の安全

を満たす限定された領域において、システムが周辺の交通状況を監視するととも

性・信頼性にも配慮した、冗長設計が取り入れられています。

にドライバーに代わって運転操作を行うことが可能となります※ 4。トラフィック

※ 1 SAE International（ 米国に拠 点を置く自
動車技術者 協議会）の定義（J3016）に
準拠。
※ 2 車両の操縦のために必要な、認知、予測、
判断および操作を行うこと。
※ 3 場所（高速 道 路 のみ等）、天候（晴れ の
み等）、速度など自動運転が可能な条件。
この条件はシステムの性能によって異な
る。
※ 4 システムが使用可能な条件から外れる場
合は、警 報を発して直ちにドライバーに
運転交代をすることが求められる。
※ 5 官民 ITS 構想・ロードマップ 2020（令和
2 年 7 月 IT 総合戦略本部（本部長：内閣
総理大臣）決定）にて規定。
※ 6 Global Navigation Satellite System
（全球測位衛星システム）の略。
※ 7 Electronic Control Unit（電子制御ユニッ
ト）の略。

safety

トラフィックジャムパイロット（作動イメージ）

Honda SENSING Elite センサー配置図

自動運転車であることを示す
ステッカー
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米国で発売した「オデッセイ」に業界初のリアシートカメラシステム付きリアシートリマインダーを搭載
Honda は米国において 2020 年 8 月、マイナーモデルチェンジした「オデッセイ」

に、後部座席エリアを確認するようにメッセージを表示します。さらに一部のグレー

に業界で初めて※リアシートカメラシステム付きリアシートリマインダーを搭載しまし

ドでは、リアシートリマインダーシステムにリアシートカメラシステムを統合し、警告

た。

音と文字メッセージの警告に加えて、インストルメントパネルに設置されたディスプ

リアシートリマインダーは、後部座席に子どもやペット、その他の荷物等を残した
まま降車しようとした運転者に後部座席を確認するよう促すシステムです。このシス
テムは運転者が車両の電源を切るとチャイムが鳴り、メーター内の液晶ディスプレイ

レイオーディオ画面に、後部座席エリアの状況を映像で表示します。
米国では、毎年数十人の子どもたちが、熱中症などにより車中で亡くなっており、
Honda は米国で販売するほとんどのモデルについて、2022 年までにリアシートリマ
インダーシステムを搭載することをめざしています。

オデッセイ

リアシートリマインダー＋リアシートカメラシステム

※ 自動車業界初、Honda 調べ。
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システム「インターナビ」の展開を始め、Honda 車から得た走行データを活
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用した渋滞情報、気象情報、災害情報などの提供を行い、ドライバーのよ
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2003 年には、交通状況の変化を見越した渋滞予測が可能な「渋滞予測機
能」を、自動車メーカーとして世界で初めて実用化しました。2011 年の東日
本大震災の際には、被災地域の方々の移動に役立てていただくため、収集
した走行軌跡データを通行実績として一元的に集約、通行可能な道路の情
報として「Google Crisis Response」※ 1 災害情報特設サイトの地図上で公開
しました。2016 年の熊本地震でも、
「Google マップ」および「Yahoo! 地図」
にて同様の対応を行いました。
2013 年には、この「インターナビ」で得られた急ブレーキ情報や、警察・
自治体からの交通事故情報、地域の方々から提供された道路情報などを統
合・解析し、Honda のホームページ上であらかじめ事故多発エリアなどを知
ることのできる「Safety Map」のサービスも進めています。
その ほ か、 日本 国 内にお いて 救 急自動 通 報システム「D-Call Net®」※ 2
の 運 用を行 っています。 これ は、 一 般 的 に AACN (Advanced Automatic
Collision Notification) と呼ばれる、車両のコネクテッド技術を活用したも
ので、交通事故発生時の車両のデータを、国内の事故データ約 280 万件を

る交通事故死者ゼロをめざす取り組みの実現のため、通信技術の活用によ
り、二輪車、四輪車、歩行者、自転車などすべての交通参加者の連携を進め、
より安全な交通エコシステムの具現化に貢献していきます。

2020 年度の活動実績
交通エコシステムの健全な発展に貢献する取り組みの一つとして、通信技
術の活用があげられます。
日本国内では、2020 年 2 月に発売した「フィット」で車載通信モジュール
Honda CONNECT を日本初搭載し、2020 年 8 月発売の「Honda e」にも装
備しました。
新型車に順次、車載通信モジュールが搭載されることで、事故などの緊急
時には、クルマ自体が緊急サポートセンターと通信し、車両情報や位置情報
を、オペレーターを通じて警察や消防、保険会社などへ一括して連絡をする
ことで、迅速で的確な対応が可能となります。
さらに二輪車の分野では、ヤマハ発動機株式会社、BMW Motorrad と
ともに創設したコンソーシアム CMC（Connected Motorcycle Consortium）
にて、2020 年末に二輪車向け協調型高度道路交通システム（C-ITS）用車
載機の基本仕様書を策定し公開しました。
また、V2X 技術やセンサーの活用により、二輪車の安全性をより高めてい
くことをめざし、CMC NEXT

として、2021 年以降もこの活動を継続して

いきます。

ベースとしたアルゴリズムに基づき自動で分析。死亡重症確率を推定し、事
※1「Google Crisis Response」は、Google
LLC. の登録商標です。
※2「D-Call Net®」は、認定 NPO 法人 救急
ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）の登
録商標です。

故に遭った車両から自動的に消防本部および協力病院に通報するものです。
このシステムにより、ドクターヘリやドクターカーの早期出動判断につなげ、
交通事故での救命率を高めることをめざしています。
将来に向けては、2050 年に全世界で Honda の二輪車、四輪車が関与す

safety
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子どもたちの交通事故低減をめざして。交通安全アドバイスロボ「Ropot」の実証実験
Honda は、研究開発子会社の株式会社本田技術研究所で、交通安全アドバイスロ
ボ「Ropot（ロポット）」の研究開発を行っています。

また、帰宅後には保護者用スマートフォンアプリケーションを通じて、Ropot を利
用した子どもが実際に歩いた通学ルートや、事前に設定した安全確認地点での一時

人材 ･･･････････････････････ 109

Ropot は、
「保護者による交通安全指導のお手伝い」をコンセプトに研究開発して

停止履歴を確認することができます。この機能は、子どもの帰宅後に通行ルートと

いる、手のひらサイズの小さなロボットです。子ども用 Ropot 端末と保護者用スマー

安全確認行動を親子で振り返ることで、交通安全への意識付けをより高める効果を

サプライチェーン ････････････ 133

トフォンアプリケーションが連携し、子どもの肩に装着した Ropot 端末が通学中に安

期待しています。

社会貢献活動 ･･･････････････ 146

全確認を促し、子どもの安全確認の習慣付けをサポートします。

この Ropot 開発の背景には、日本国内では歩行中の交通事故死傷者において、7

2020 年 11 月には、埼玉県和光市の小学生 25 人（24 家庭）にご協力いただき、
実際の登下校での使い勝手を試していただく実証実験を行いました。

歳の子どもの被害が多いことがあげられます。これは小学校に入学し、登下校や習
い事など、一人で行動する機会が増えることが原因と考えられています。このような

Ropot は、ランドセルの肩ベルトに取り付けて使用するもので、搭載された

GPS ※

等を用いて子どもの位置を検知し、事前に保護者が設定した横断地点などの「安全
確認が必要な地点」に近づくと、Ropot が振動して子どもに道路横断時の安全確認

事故の低減をめざして、クルマやバイクの安全性向上以外の手法でも研究開発を行っ
ています。
なお Ropot は研究開発段階であり、商品化については未定です。

を促します。加えて、車両検知センサーも搭載しており、後方から接近する車両等を
検知した場合も振動して安全確認を促します。

子どもの肩に装着した Ropot 端末

保護者用スマートフォンアプリケーションで、通学ルートや一時停
止履歴を確認

※ GPS：Global Positioning System（グロー
バル・ポジショニング・システム）の略。

safety
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米国・オハイオ州で道路損傷の検出技術に関する実証実験を展開
Honda は、米国・オハイオ州で、データ利活用に向けたプラットフォーム基盤の構

今回の実証実験では、AI 解析用カメラやセンサー、通信機器、車載解析コン

築を見据えた、コネクテッド技術による道路損傷の検出技術に関する実証実験を行

ピューターを備えた実 験車を現地で走行させて、道 路上の損傷や障害物を検知

いました※。

し、得られた情報を携帯電話回線でデータセンター上に収集し、DSRC（Dedicated

オハイオ州では、渋滞緩和と交通安全の向上を目的に、スマートモビリティコリドー
として、国道 33 号線に沿って光ファイバー網が整備され、交通情報を収集するセン

Short Range Communication：スポット通信）や 4G LTE の情報伝達を行うための
課題を探りました。
将来的には、道路管理者に、これら収集したデータを他の交通参加者への注意

サーや車両との通信機器が整備されています。

喚起や補修工事の迅速な手配といった業務に活用していただき、より安全な道路
の仕組みづくりに役立てていただくことをめざしています。

実証実験の流れ

実証実験車

クラウド上のデータセンター
位置情報
振動情報
加速度など

車載カメラ映像

アメリカの実験パートナー

データ
ユーザー端末

送信
車載カメラ

※ この実証実 験は、日本の総 務省から受託
した「アメリカ合 衆国におけるプローブ情
報を活用した高度なシステムの展開可能性
に関 する調 査 等 の 請 負 業 務 」 の 一 環 で、
日本の官民が連携し、米国において老朽化
した道 路 の 補修支 援に取り組む活動とな
ります。本実験は実証実験車の運行をパシ
フィックコンサルタンツ株式会社、株式会
社オリエンタルコンサルタンツグローバル、
ソフトバンク株式会社で設立した特定目的
会社に依 頼、サーバーの 運 用を株 式会社
ゼンリンデータコムに委託しています。

safety

加速度
センサー

フィード
バック

横滑り防止
センサー

実証実験車内で処理した道路上の損傷や障害
物データを、車載通信機器を用いて、携帯電話回
線経由でデータセンターに送信

道路管理者
サーバー機器で、
データを処理

情報を活用し、質の高いインフラ
維持を実現
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第三者評価

TOPICS

Honda のアプローチ

フィットが JNCAP ※ 4 でファイブスター賞を獲得

Honda の多くの車種が、各地域の NCAP ※ 1 において、高い安全評価を獲
得しています。

衝突安全性能、予防安全性能のそれぞれで優れた評価を得たこと、事故自動緊急

人材 ･･･････････････････････ 109
サプライチェーン ････････････ 133
社会貢献活動 ･･･････････････ 146
※ 1 NCAP：New Car Assessment Program
（新車アセスメントプログラム）の略。各
地 域の公的 組 織 が 行う、自動 車の 安 全
性能を試 験・評価するプログラム。各地
域で試験方法、評価方法が異なる。
0 ★〜 5 ★（ 地 域によっては 5 ★ + が 最
高評価）で評価される。
※ 2 C-IASI：China – Insurance Automotive
Safety Index（中国保険自動車安全指数）
の略。自動車の安全性能を試験・評価す
るアセスメントを行い、試験結果が良い
順に、G（優秀）、A（良好）、M（一般）、P（悪
い）の 4 段 階で評 価。自動車の安 全 性
向上と保険料の低減を目的としている。
※ 3 IIHS：Insurance Institute for Highway
Safety（米国道 路安全保険 協会）の略。
自動 車 の 安 全 性 能を試 験・評 価 する自
動車アセスメントを行い、試験結果が優
良 な 自 動 車 の み を TSP、TSP+ で 評 価。
TSP は、Top Safety Pick（ トップセーフ
ティピック）の略。
※ 4 JNCAP：Japan New Car A ssessment
Program（日本 新車アセスメントプログ
ラム）の略。国土交通省と独立行政法人
自動車事故対策機構（NASVA）による自
動車アセスメント。
※ 5 2020 年 度 から JNCAP は 従 来 の 衝 突 安
全 性能評 価、予防安全 性能評 価が総合
評価となり、それぞれの試験結果を合算
した数値でファイブスター賞が決まる制
度に変わりました。
※ 6 AOP：Adult Occupant Protection の略。
※ 7 COP：Child Occupant Protection の略。

フィットは、2020 年度に行われた自動車の安全性能を評価・公表する JNCAP の
安全性能評価試験（自動車安全性能 2020）で、ファイブスター賞を獲得しました。
通報装置を備えていることを受けて、新制度※ 5 でのファイブスター賞は Honda 車で

主な第三者評価結果（2020 年度テスト実施）
国・地域

第三者評価

日本

JNCAP

5★

フィット

欧州

Euro NCAP

5★

Jazz

C-NCAP

5★

ブリーズ / ENVIX

C-IASI ※ 2

GGG

ブリーズ

NCAP

5★

Acura TLX

TSP +

Acura RDX / Acura TLX / アコード /
インサイト / オデッセイ / Acure MDX

TSP

シビック セダン / シビック ハッチバック /
CR-V

5★

2020 年度実績なし

中国

米国

機

IIHS ※ 3

は初めてです。

種

オーストラリア

ANCAP

東南アジア

ASEAN NCAP

5★

2020 年度実績なし

南米

Latin NCAP

5★

2020 年度実績なし

フィット

アコードとシティが ASEAN NCAP からアワードを獲得
アコード（ASEAN 地域では 2019 年 11 月発売）が 2021 年 2 月、ASEAN NCAP
のグランプリアワードにて、2020 Best Safety Performance Awards の総合得点で
最高評価を獲得しました。アコードは AOP ※ 6 の 2 部門で最高得点を得たほか、
SAFETY ASSIST の点数を合わせた総合得点でも、最高得点を得ました。
また、2019 年 11 月にフルモデルチェンジして ASEAN 地域で発売したシティも、
2012 年発売、2014 年発売のモデルに引き続き、ASEAN NCAP においてファイブ
スターを獲得し、3 世代連続でのファイブスター達成を表彰されました。
ASEAN NCAP は東南アジア諸国連合の加盟国で販売される車両の安全性能評
価を行うもので、AOP、COP ※ 7、SAFETY ASSIST の 3 カテゴリーで、域内で販売
される新車の評価を行います。各カテゴリーの総合得点により最高評価のモデル
が選出されます。

アコード

safety

シティ
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